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組織の能力を最大化する 
マネジメントフレームワーク 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現在多くの日本企業でマネジメントサイクルとして

使われているPDCAサイクル。 

しかし2019年あたりから、徐々に 

「PDCAサイクルって時代遅れなのでは？」という

風潮が強くなってきました。 

 

一体なぜPDCAサイクルが古いと言われるように

なってしまったのか？そして、これから私たちはど

のように組織をマネジメントしていけばいいのか？

そんなことを本書ではテーマとして掘り下げていき

たいと思います。 

失注

Googleトレンドでも「PDCAサイクル古い」という  

ワードがたくさん検索されている↓  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1章 

従来のPDCAサイクルが通用しない時代へ 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そもそもPDCAサイクルとは何か？ 

PDCAサイクルとは「Plan（計画）」「Do（実行）」「Check（評価）」「Action（改善）」 の頭文字をとったもので、計画か

ら改善までを1つのサイクルとして行う、業務の効率化を目指す方法の1つです。日本では1990年代後半から30

年以上にわたりよく使われるフレームワークです  

Action（具体的マネジメント）

Plan（計画営業）

Check（評価）

Do（実行）

設計の重要度に応じて、行くべき施設への訪
問計画　 

設計攻略状況を確認しながら時間や場所を選
ばずマネジメント　 

その場で報告、帰社いらず 
一件でも多くの訪問を実現 

 週報、施設情報など自動集計資料制作時間
に縛られず、営業活動に専念 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Plan（計画）とDo（実行）について 

Plan（計画）の段階で重要なのは目標を達成するために、できるだけシ

ンプルで実現性が高くなるような具体的計画まで落とし込むことです。

例えば営業担当者のように顧客を訪問する場合は、当月にアプロー

チすべき顧客リストを整理し、月間の目標売上や過去の受注率、傾向

からアプローチする数量や優先順位を決めて計画をたてて行きます。 

80％ 

Do（実行）の段階で重要なのは、あとで評価・分析（Check）できるよう

に活動内容を残すことです。計画通りにいかなかったことや、発生した

課題も記録します。 例えば営業マンの場合はどの企業の誰に会い、

どの商品を提案したのか、その時の顧客の反応や受注確度はどうな

のか、計画通りに進んだのか、などの情報が必要になってきます。 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Check（評価） と　Action（改善）について 

Check（評価）の段階で重要なことは、（Plan）計画の段階で設定した指

標を元に、良かった点と悪かった点を客観的に定量数値などで分析

し、どうしてそうなったかという要因を明確にすることです。そのため、

数字上のデータだけでなく、お客様とのやりとりや、受注または失注ま

でにかかった工数などもデータとして残しておくことがポイントになりま

す。 

80％ 

Check評価を見ながら、良かった点は継続的に行い、悪かった部分は

どのように改善するべきかを考えます。これらの選択肢のなかから、

最も実現性の高い選択を行い、計画（Plan）につなげていきます。ま

た、見込みがないものに対しては、計画そのものの修正や中止などの

検討・判断も必要です。 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しかし、ビジネス環境が大きく変化している 

現在において従来のPDCAサイクルだけでは 

営業組織はうまく活動できなくなってきています 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なぜ従来のPDCAサイクルが通用しなくなってきているのか？ 

これまでは主に、”モノを作り、モノを売る”プロダクトアウト型のビジネスが主流であり、製品を作るために顧客のニーズを収集‧分析

し、製造に活かすサイクルとPDCAサイクルがマッチしていました。しかし近年、「サブスクリプション」や「シェアリングエコノミー」等と

いった”利⽤型”のビジネスモデルがあらゆる業界で広がりで、サービス向上のために”短いサイクル”での、変化‧変更‧改善が求めら

れるようになってきています。 

そのため、過去の実績や情報を収集しPlan（計画）を立ててDo（実行）したときにはもう状況が変わっている場合も多く新たなビジネス

モデルを取り入れたライバルの動きについていけなくなってしまうのです。 

モノづくり・モノ売り 

オーナーシップ 

改善のサイクルが長くても対応可能 

PDCAサイクルを回すことで十分  

サブスク・シェアリング 

体験価値 

短サイクルでの改善が必要 

PDCAサイクルでは不十分  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では、今後私たちは

具体的にどうしたら

いいのでしょうか？
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2章

PDCAサイクルの弱点を補うフレームワーク
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PDCAサイクルの弱点であるスピードを補うには？ 

前項で、現代のビジネスモデルのスピード感にマネジメントサイクルがついていかな

くなっているというお話をしました。では、どうしたらいいのでしょうか？実は近年、こ

の従来型のPDCAサイクルに新たなマネジメントサイクルを融合させた総合的組織

管理が注目されています。 

その新たなマネジメントサイクルが、 

 OODA（ウーダ）です。 

OODAは状況の変化に応じて臨機応変に判断し、柔軟に対応する新たなマネジメン

トです。詳しくは次のページから解説します。 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OODA（ウーダ）ってなに？ 

OODA（ウーダ）は、元々はアメリカ空軍の軍事行動における指揮官

の意思決定において提唱されていた理論です。 

瞬時に判断が求められる軍事の世界では、その場その場の判断が、

⾃分達の部隊の⽣死をも決めかねません。 

環境に素早く対応するための判断が求められるという部分では、現

代のビジネスシーンに親和性があり、マネジメントにも適応ができる

概念です。 

OODAは 

【Observe/観察】【Orient/⽅向付け】【Decide/決定】→【Act/⾏動】の

4つのプロセスをループさせることで組織をマネジメントしていきます。 
Decide（決定） Act（⾏動）

Orient（⽅向付け）Observe（観察）  

■ 外部環境 
■ 内部環境　 

■ 情報精査 
■ 具体案　 

■ 即実行 
■ 変化→観察 

■ 論理的決定 
■ 直感的決定　 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Observe（観察）とOrient（方向付け）について 

OODAサイクルのスタートは、「Observe（観察）」。これは、現状をしっかり

と把握するという意味合いです。数値等のデータも使用しつつ、まずは今

置かれている状況の把握を行い、その結果、何か問題点が存在すれば、

その要因を考察します。まずは、現段階における状況の洗い出しをするこ

とが、この「Observe（観察）」なのです 

80％ 

次は「Orient（方向づけ）」。これは、状況を適切に認識し、状況判断を行う

という意味合いです。1つ前のObserve（観察）段階で集まったバラバラな

データを集約し、何か意味のある情報へと変換させるのがこのフェーズ。

今後どうなっていきそうかという傾向や、対策したらどう変わるのかを理解

することが「Orient（方向づけ）」です。 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Decide（決定）とAct（実行）について 

次は「Decide（決定）」。これは、実際に何を実行するのかを決定するとい

う意味合いです。これまでのフェーズで状況を把握・理解したことに対し

て、その状況を解決するために具体的に何を実行するのかを考えます。

その文字通り、意思決定を行うのが「Decide（決定）」です。 

80％ 

最後は「Act（行動）」。これはPDCAにおけるAと同じく、実行の意味合いで

す。1つ前のDecide（決定）段階で決定した計画を実行してみるのがこの

フェーズ。OODAサイクルの「Act（行動）」には、次のサイクルを回すため

の情報収集も含まれていますので、注意しましょう。 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どのようにPDCAサイクルの弱点を補っていくのか？

OODA活用において、理解しておいていただきたいことは、PDCAサイクルよ

りもOODAが優れているわけではないということです。現在日本企業には

PDCAサイクルを使って営業マネージメントを行っている会社がとても多いと思

いますが、大切なことは、場面にあったフレームワークを使い分けて行くこと

が、成長スピードの早い業界で勝ち抜いていくマネージメント手法なのです。
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PDCAが有用なビジネスシーン

・失注
PDCAが有用なビジネスシーンは、主に使える前例やデータがあり、なおかつ別なやり方

で始める必要がない場面です。 例えば、大量の営業部隊を組織し、一斉にテレマーケ

ティングをさせる場合や、量販店などにおいて、均一の接客サービスを維持するマネジメ

ントが必要な場合は、PDCAを選ぶと良いでしょう。 

逆にいうと、イノベーションが必要な場合、例えば、新規事業や、衰退事業又は営業成績

の悪い店舗や部署の立て直しを測る場合など、これまでのやり方が通用しない環境が目

の前に広がっている可能性が高い時にはPDCAがうまく機能しないこともあります。 

ですので、一つの判断基準といて、営業プロセスのデータを分析し、その戦略で叩けるの

か？そうでないのか？を考えてみると良いでしょう。 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OODAが有用なビジネスシーン

・失注
OODAが有用なビジネスシーンは、計画を立てる余地や時間がないときです。 

具体的には、変化が激しく商品サービスがすぐに陳腐化する場合や競合がいない新規事

業などでOODAが有用です。ただし、先人が残してくれたデータなどが使えそうなのに、無

視して仮設や計画を立てずにOODAを回していくのはリスクが多いやり方といえます。 

OODAを採用するなら、イノベーションをおこしたい場合か、前例主義を打破するために実

験したい場合が妥当といえます。 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ビジネスの成長フェーズからみた使い分け

事業の成長フェーズにおいてもそれぞれのマネジメントサイ

クルを使い分けることが効果的です。 

事業や商品が導入期、成長期のようにこれから成長をして

行く場合や、衰退期にみられる売上落ち込みを改善する場

合は、OODAを活用するのが効果的です。 

逆に、ある程度売上や事業運営が安定してきた場合には

PDCAを導入し質の担保を図ることが多いです。 

これらを使い分けるためには、常に売上データや営業進捗

をデータで客観的に把握することが必要となります。 

OODA   OODA  PDCA  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3章

効果的にマネジメントプロセスを回す仕組み
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ここまでのページで、自社が置かれている場面において PDCA
とOODAを正しく切り替え運用できるようにすることが大切だと

いうことをご理解いただいたかと思います。

しかし、実はほとんどの企業では、 PDCAやOODAを回すため

に必要な管理体制が整っていないことが明らかになりました。

そこには、多くの日本企業が抱える 「致命的な問題」がありま

す。
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営業管理の実態

営業部Aで集計 営業部Bで集計

営業部Cで集計 営業部Dで集計

報告の
都度

毎回集計

営業担当が集計したものを、部ごとにまた
集計さらにマネージャーが再集計

分析に使う時間がない！

多くの会社での営業管理の現状

65.2%が顧客データを
一元管理出来ていない!!

弊社が2020年12月に行ったアンケート調査によると、65.2%もの企業が顧客データの一元管理ができておらず、営業活動

の集計作業や分析に、膨大な時間がかかってしまう実態があります。

34.8％

30.4％

13.6％

7.1％

2.4％
6.8％

5％
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分析に時間がかかり、お客様へのヒアリングも十分できない

株式会社日本能率協会コンサルティ

ング(JMAC)の調査によると、

欧米に比べ日本の営業担当は同じく

らい働いているにも関わらず、

圧倒的に商談に使う時間が少ないこ

とがわかります。

つまり、雑務に時間を取られ売上をあ

げるために必要なヒアリングができて

いないのです。

売上を向上させるには、無駄な時間を効率化する必要がある

参照元：日本の営業職に関するJMACの調査（2017）

米国  日本 

【生産財営業マン： 1089人】
マグロウヒル社調べ

平均労働時間
9時間22分

【生産財営業マン： 606人】
JMAC調べ

平均労働時間
9時間29分

【小売店巡回営業マン： 425人】
JMAC調べ

平均労働時間
9時間48分

顧客との

面接時間

41％

顧客に会う為に

要した時間

35％

書類整理と

会議に要した

時間

20％

顧客との

面接時間

31％

顧客に会う為に

要した時間

26％

書類整理と

会議に要した

時間

41％

顧客との
面接時間

25％

顧客に会う為

に要した時間

19％

書類整理と
会議に要した

時間
54％

顧客サービス
3％

顧客サービス
2％

顧客サービス
2％
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マネジメントサイクルを効果的に回すために

多くの会社が導入しているのが

SFAやCRMと呼ばれる営業支援ツールです
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SFA/CRMを導入し、営業力強化に取り組む企業が数年で約2倍に

■ 導入率6年間でおよそ2倍

■ 2018年時点で61.8%の企業が導入

■ 2020年現在コロナの影響もありさらに導

入する企業が増えている

2018年　矢野経済研究所調べ

34%UP

10%UP

33%UP

196%
UP

数字でもわかる注目度
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ところで、SFAやCRMって何？

SFAとは「Sales Force Automation（セールス・フォース・オート

メーション）」の略語で、日本では、「営業支援システム」などと

解釈されています。具体的には、企業の営業部門における情

報及び業務プロセスを自動化することで、 営業活動をする上で

必要になる情報全般をデータ化して、蓄積・分析することができ

るシステムのことです。

CRMとは「Customer Relationship Management（カスターマー  
リレーションシップ  マネジメント）」の略語で、日本語に訳すと顧

客関係管理（顧客管理）という意味で、 一般的には顧客管理シ

ステムのことです。
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SFAとCRMの活躍するフィールド

SFA（セールス・フォース・オートメーション）
見込顧客が購買するまでの案件管理を行い、
確実に受注につなげるツール

CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネージメント） 受注顧客との関係を構築・管理し、
ロイヤルカスタマーを獲得するツール

集客 リードナーチャリング
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SFAやCRMを導入すると

何が変わるの？
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営業活動のデータ化にかかる作業を大幅に削減できる

膨大なデータの集計に時間がかかり
なかなかマネジメントができない

PCやスマホからをすぐに入力

取引先情報

商談情報

日報・週報

営業会議資料・グラフ化

即時に自動集計&状況をリアルタイムに共有

やりとり履歴の確認 担当営業のタスク確認

案件内容と状況を
瞬時に把握できる

データ集計の
作業時間がなくなる

エクセル管理の場合

営業部Aで集計 営業部Bで集計

営業部Cで集計 営業部Dで集計

報告の
都度

毎回集計
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じゃあ、なぜ多くの企業で

SFAが導入されてないの？
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社内体制が整っていない 

必要ない 

サービスの導入コストが大きい 

費用対効果がわからない 

ITを使いこなせるか不安がある 

セキュリティに不安がある 

自社開発している 

導入はしているがスプレッドシートでの管理 

以前SFAを使用しており解約した状態の為、CRMを検討
中 

47.6％

34.5％

35.7％

25.0％

6.0％

1.2％

1.2％

1.2％

1.2％

なぜSFA/CRMを検討していないのか？

1位…社内体制が整っていない = 使いこなせない

２位…サービスの導入コストが大きい ＝ 高い
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そんな悩める企業を支援するために開発されたのが

定着率99％

だれでも”使える”国産SFA/CRM
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①誰でも
簡単に使いこなせる

③手厚い
サポート

②リーズナブルな
価格

- ３つの特徴 -
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「ちきゅう」導入すると失注分析以外にもこんな変化が！

導
入
前

導
入
後

関数が壊れて

作業が止まる

直感的に入力でき

作業効率が大幅UP

管理方法がバラバラ

欲しい情報が見つからない

統一されたフォーマット

欲しい情報がすぐ見つかる

集計や分析に時間がかる

案件進捗を把握できない

自動で集計&分析

マネジメントの質がUP

担当しかわからない事が多い

質のいい顧客対応ができない

リアルタイムに情報共有

顧客満足度もUP
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ちきゅう機能説明「顧客情報管理」

会社情報に紐づけて

担当者

商談

タスク

活動履歴

添付ファイル を一覧表示。 

会社ページ

企業情報、担当者、過去の実績や購買・商談履

歴を一覧できるので、顧客の実態を正確かつ効

率的に把握できる。
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ちきゅう機能説明「商談管理」

商談の進捗度、受注見込確度、見積もり、売上金

額など、商談詳細を一括管理できる。

マネージャーが的確にアドバイスできる。

商談ページ 

 

予実の管理商談フェーズの管理

ちきゅうを導入すると

■ ヒアリング項目を標準化

■ 商談をフェーズ管理して予実を把握

マネージャー営業担当

入力

アドバイス
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ちきゅう機能説明「商談管理ビュー画面」

全商談の案件進捗を一画面で把握で

き、組織全体の進捗、売上予測などが

容易に行える。

ちきゅうの場合はドラック＆ドロップで

フェーズを変更でき当画面から商談情

報の入力もできます。

商談管理ビューページ  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ちきゅう機能説明「タスク管理」

 検討期間が長い顧客に対しても漏れ

なくアプローチでき、受注の取りこぼし

を防ぐことができる

タスク一覧ページ 

 

フォロー電話 ヒアリング トラブル対応

提案資料作成 見積書類送付 請求書送付

ちきゅうを導入すると

■ タスク管理で一覧が可視化され、

取りこぼしの予防が可能
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ちきゅう機能説明「営業の現状を一瞬でグラフ化」

予算達成率、金額（部/個人）

■ 今月/今年度の実績

キャンバス＆レポートで 必要なデータを簡単に抽出。 会議資料作成の工数を削減します。

キャンバス＆レポートの活用例

結果の確認

今月の見込

■ 達成するために十分な与件が

あるか

■ 注力すべき商談を把握

プロセスの確認

放置商談

■ 現状を把握しネクストアクションを

明確に

フェーズ落ち商談

■ 理由を営業担当へ確認

長期停滞商談

■ 継続提案可否を営業担当へ確認

異常値を検知
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ちきゅう機能説明「名刺管理機能」

ちきゅうにログイン 名刺スキャンを選択

画面指示に従って

名刺を撮影

見込み客と会社、

担当者ページに自動登録

見込み客 

担当者 

ちきゅうアプリ（iOS/Android）で名刺をスキャンするだけで、見込顧客や担当者のデータを自動作成でき、営業の入力工

数の削減につながります。 
また、SFAと名刺管理ツールを別々に導入する場合と比べて、1ユーザあたり約4分の1のコストで利用でき

ます。 
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eBookを読みました！とお伝えいただくとスムーズです

ITツール支援実績１0,000社以上

営業IT化のノウハウをもつコンサルタントが

御社の課題解決を無料でサポート

お問い合わせ先はこちら →　TEL：03-5909-8187　／　Mail：こちらをクリック

https://chikyu.net/form/
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会社概要

■国内No.1 規模を誇るインターネット広告収益最大化プラットフォームの開発・運用・提供 

■広告主・広告代理店のマーケティング支援サービスの提供 

■企業の営業活動を様々な自社開発マーケティングツールを用いた営業支援 

株式会社ジーニー

2010年4月14日

1,546百万円（2020年9月末日時点）

273名 (連結、2020年9月末現在)

ビジネスサーチテクノロジ株式会社

Geniee International Pte., Ltd.（シンガポール）

Geniee Vietnam Co., Ltd.（ベトナム）

PT. Geniee Technology Indonesia（インドネシア）

Geniee Adtechnology (Thailand) Co., Ltd.（タイ）

PT.Adstars Media Pariwara (インドネシア)

2017年12月18日に

東京証券取引所マザーズに上場

第14回 「デロイトトウシュトーマツリミテッド 日本テクノ
ロジーFast50」にて459％の収益（売上高）成長を記録
し第4位を受賞（4年連続4回）

テクノロジー企業

成長率ランキング

社名 
設立  

資本金 

従業員数 

 

主要株主 
 

グループ会社 

 

 

 

 

 

事業内容 


